2 号通信
2022（令和4）年6月吉日

日本学校心理学会第24回オンライン大会のお知らせ
大会テーマ「実践も研究も，みんなが資源，みんなで支援」

● ご挨拶
新年度に入り，あっという間に2か月が過ぎ6月になりましたが，会員の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。いよ
いよ第24回オンライン大会の申し込み締め切りが7月5日（火）に迫ってまいりました。1号通信でご案内させて頂
いたように，理事長・石隈利紀先生（東京成徳大学）の「学校心理学のこれから」に関する「基調講演」をはじめ，
工藤勇一先生（横浜創英中学・高等学校）の「学校教育改革」，日高庸晴先生（宝塚大学）の「LGBTs」，松本
俊彦先生（国立精神・神経医療研究センター）の「自傷・自殺，市販薬乱用」の「特別講演」など，学校心理学に
関わる「最新の教育動向」の企画を準備させて頂いております。その他にも，実行委員会企画講演，理事会企画
シンポジウム，大会実行委員会チュートリアル企画など，とても魅力的な企画を準備させて頂いております。今年度
は，リアルタイムのご講演もございますので，皆さまお誘いあわせの上，ご参加頂ければ幸いです。
一般社団法人 日本学校心理学会 第24回オンライン大会実行委員長 中井 大介

● 第24回オンライン大会にご参加頂くメリット！
●豪華なご登壇者！ ：今回ご登壇頂く先生方のご講演を一度に聞ける機会はかなり貴重です。
●チュートリアル企画で学べる！ ：学びたいけれど学ぶ機会のなかった研究・実践発表の方法を学べます。
●8月の夏休み中に参加可能！ ：お盆休みの期間も含め，ゆっくりとご参加いただけます。
●好きな時に好きな場所で参加可能 ！：今年度もオンラインのため，自由な形でご参加いただけます。
●リアルタイムのご講演！ ：今年度はリアルタイムのご講演があるので臨場感もお楽しみいただけます。
●ポイント取得可能
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主催 一般社団法人 日本学校心理学会
後援 文部科学省，一般社団法人学校心理士認定運営機構・日本学校心理士会，一般社団法人
日本スクールカウンセリング推進協議会，一般社団法人日本公認心理師協会，一般社団法人
公認心理師の会，公益社団法人日本教育会，一般社団法人日本心理学諸学会連合

２

期日 オンデマンド視 聴 期 間 ： 2022年８月12日（金）～23日（火） 12日間
リアルタイム映像配信日 ： 2022年8月21日（日）

３

会場 オンライン（オンデマンド視聴とリアルタイム映像配信）

● 参加登録はこちらのサイトから ： https://va.apollon.nta.co.jp/jspa24_registration/
● ご注意： 大会参加申込・参加費振り込み締め切りは 7月5日（火）になっております。本大会はオンライン
開催のため，直前･当日参加申込が受け付けられませんのでお早目のお手続きをお願いいたします。
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４

プログラム（予定）

オンデマンド視聴期間：2022年8月12日（金）～23日（火） １２日間

（１）基調講演（学校心理士資格更新Ａポイント）

オンデマンド動画配信の予定

「学校心理学のこれから―ヒューマン・サービスからパートナーシップへ（仮）」
石隈利紀先生（東京成徳大学）
（２）特別講演（学校心理士資格更新Ａポイント）

【動】：動画配信/【リ】：リアルタイム映像配信の予定

Ⅰ 「自律する子を育てるための支援のあり方―組織づくりと人材育成」 【リ】
工藤勇一先生（横浜創英中学・高等学校）
Ⅱ 「LGBTsの児童生徒の存在を認識した学校での取り組み」 日高庸晴先生（宝塚大学） 【リ】
Ⅲ 「自傷・自殺，市販薬乱用の理解と援助」 松本俊彦先生（国立精神・神経医療研究センター） 【動】
（３）実行委員会企画講演（学校心理士資格更新Aポイント）

オンデマンド動画配信の予定

“明日からでも現場で使える学校心理学の知識”をコンセプトに，実行委員会で講演を企画しました。
「コロナ禍におけるSOSの発信・受信―被援助志向性・援助要請の視点から」
水野治久先生（大阪教育大学）
（４）理事会企画シンポジウム（学校心理士資格更新Aポイント）

オンデマンド動画配信の予定

“学校心理学の理論と実践のフレーム”をコンセプトに，理事会企画シンポジウムを用意しました。
テーマ 「学校教育相談と学校心理学―相互作用から見えてくるチーム学校の明日」
企画・話題提供：西山久子先生（福岡教育大学） 話題提供：今西一仁先生（高知県立高知北高等学校）
話題提供：藤原忠雄先生（兵庫教育大学） 指定討論：石隈利紀先生（東京成徳大学）
（５）大会実行委員会チュートリアル企画（ポイント取得の対象ではありません）オンデマンド動画配信の予定
“学びたいけれど学ぶ機会のなかったテーマ”をコンセプトに，4つのチュートリアルを企画しました。各テー
マの基本的な内容や手続き等を丁寧に学ぶことができます。学ぶ機会を逃してしまった方，今さら人に聞けな
いけれど自力で学ぶのは大変と思われている方など，ぜひご参加ください。
Ⅰ 「はじめての学校心理学」 家近早苗先生（大阪教育大学）
Ⅱ 「はじめての学会発表・投稿論文」 岡田 涼先生（香川大学）
Ⅲ 「はじめての研究発表のための分析手法」 永井 智先生（立正大学）
Ⅳ 「はじめての実践研究・実践報告」 益子洋人先生（北海道教育大学）
（６）ポスター発表

オンデマンド閲覧の予定

（７）自主シンポジウム（ポイント取得の対象ではありません）

オンデマンド動画配信の予定

リアルタイム映像配信…8月21日に内容を送信し，Zoomにより視聴していただきます。
オンデマンド動画配信…視聴期間（8月12日～23日）に大会HPにアクセスし，動画を視聴してください。
オンデマンド閲覧…ポスター発表の閲覧者は，大会ホームページの発表題目の一覧から，興味のある発表
を閲覧します。発表に質問や意見があれば，各発表のオンライン掲示板にコメントします。
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日本学校心理学会第24回オンライン大会 日程
オンデマンド視聴期間：8月12日（金）～23日（火）
基調講演【Aポイント】 学校心理学のこれから：ヒューマン・サービスからパートナーシップへ（仮） 石隈利紀先生（東京成徳大学）
特別講演Ⅲ【Aポイント】 自傷・自殺，市販薬乱用の理解と援助 松本俊彦先生（国立精神・神経医療センター）

動
画
配
信

実行委員会企画講演【Aポイント】 コロナ禍におけるSOSの発信・受信－被援助志向性・援助要請の視点から 水野治久先生（大阪教育大学）
理事会企画シンポジウム【Aポイント】 学校教育相談と学校心理学－相互作用から見えてくるチーム学校の明日
チュートリアル企画Ⅰ【ポイント取得対象外】 はじめての学校心理学 家近早苗先生（大阪教育大学）
チュートリアル企画Ⅱ【ポイント取得対象外】 はじめての学会発表・投稿論文 岡田 涼先生（香川大学）
チュートリアル企画Ⅲ【ポイント取得対象外】 はじめての研究発表のための分析手法 永井 智先生（立正大学）
チュートリアル企画Ⅳ【ポイント取得対象外】 はじめての実践研究・実践報告 益子洋人先生（北海道教育大学）
自主シンポジウム【ポイント取得対象外】 各自の設定した学校心理学のテーマでの話題提供や協議を行います

閲覧 ポスター発表【ポイントは資格更新時に自己申告】 会期中にオンライン上にポスター資料を掲示します

リアルタイム映像配信日：8月21日（日）
9:00
9:45
9:50

10:20
10:30
12:45
13:45

開室・接続確認（各自）
事務連絡（5分）
開会式（30分）
開会挨拶，理事長挨拶，石隈利紀学校心理学貢献賞発表，大会発表賞表彰
休憩・準備
特別講演Ⅰ【Aポイント】「自律する子を育てるための支援のあり方―組織づくりと人材育成」
工藤勇一先生（横浜創英中学・高等学校）（135分）
昼休憩・準備
特別講演Ⅱ【Aポイント】「LGBTsの児童生徒の存在を認識した学校での取り組み」
日高庸晴先生（宝塚大学）（135分）

16:00

休憩・準備

16:15

フォローアップ協議：理事会企画シンポジウム
「学校教育相談と学校心理学－相互作用から見えてくるチーム学校の明日」（45分）

17:00

閉会式（15分）

注
意
事
項

◆特別講演Ⅰと特別講演Ⅱについては，申込時にポイント取得を希望され，リアルタイム映像配信日に講演を視聴し，講演時に提示される
パスワードを所定のプラットフォームに入力された方に，大会終了後，受講証明書をメールで送信します。
◆基調講演・特別講演Ⅲ・実行委員会企画講演・理事会企画シンポジウム，チュートリアル企画,自主シンポジウムは，ご都合のよいときに
各自で視聴していただくオンデマンド形式です。
◆基調講演・特別講演Ⅲ・実行委員会企画講演・理事会企画シンポジウムについては，申込時にポイント取得を希望され，動画を視聴し，
視聴時に提示されるパスワードを所定のプラットフォームに入力された方に，大会終了後，受講証明書をメールで送信します。理事会企画
シンポジウムについては，フォローアップ協議の参加ではポイントは得られません。
◆ポスター発表は，オンライン上に掲示した各自の資料を，参加者が期間中に閲覧し,掲示板で協議する形式です。発表者は査読を経て,
期限までに所定の場所にポスター資料を掲示した場合,正式な発表となります。

リアルタイム映像配信

オンデマンド動画配信

オンデマンド閲覧

○開会式・特別講演Ⅰ・特

○基調講演・特別講演Ⅲ・実行

○ポスター発表者は，発表申込時に抄録

別講演Ⅱ・フォローアップ協

委員企画講演・シンポジウム・チ

を提出し，事前審査を経て，ポスターを指

議・閉会式の登壇者は，

ュートリアル企画の演者は，あら

定先に投稿します。大会中，オンライン上

8/21 の各時刻にオンライン

かじめ報告内容を録画し，指定

の掲示板の質問に答えます。

で催しを進行します。

先に投稿します。

○ポスター発表閲覧者は，大会ホームペ

○大会参加者は，8/21 の

○大会参加者は，オンデマンド視

ージ上で興味のある発表を閲覧し，オンラ

各時刻にオンラインでの催

聴期間中に，ホームページ上で

イン上の掲示板でコミュニケーションをと

しに参加できます。

動画を選び視聴します。

ります。

本大会はオンライン開催のため，直前・当日参加申込が受け付けられません。所定の締切までにお手続きください。
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今後の日程
7月14日（月）
ポスター「発表PDF（大会特設サイト掲載用）」投稿締め切り（該当者のみ）・・・・・・・・・・・・・・月13日（水）
自主シンポジウム「発表動画（大会特設サイト掲載用）」投稿締め切り（該当者のみ）・・・・・・・7月14日（月）
7月1５日（火）
大会参加申込・参加費振込締め切り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月
５日（火）
プログラム公開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８月上旬（大会HPで行う）

６

学校心理士資格更新ポイント，日本公認心理師協会テーマ別研修単位について
基調講演，特別講演，実行委員会企画講演，理事会企画シンポジウムにおいて，学校心理士資格更新ポ
イントが取得できます。リアルタイム映像配信とオンデマンド動画配信のいずれも，本大会申込時にポイント取
得の事前登録が必要です。リアルタイム映像配信の場合は，映像配信時に提示されるパスワードを，オンデマ
ンド動画配信の場合は，動画内に提示されるパスワードを所定のプラットフォームに入力していただきます。受
講が確認された方に限り，受講証をメールで送付いたします。また，一般社団法人日本公認心理師協会専門
認定制度のテーマ別研修単位（2 単位）も取得可能となっています。

７

今後の大会参加および発表申込の手続きについて

手続きに関する詳しい情報につきましては，大会ホームページに順次アップしていきます。
会員向けメールで，大会ホームページの開設・更新をご案内しますので，ご確認ください。
第 24 回オンライン大会 https://schoolpsychology.jp/taikai/index.html

８

大会参加費
大会参加申込は，7月5日までにオンライン上で大会参加手続きを済ませ，下記の申込金を支払われた時
点で完了します。
一般
大学院生
学部学生
自主シンポジウム企画費

９

会員（含学校心理士）
7,000 円
4,000 円

非会員
8,000 円
5,000 円
2,000 円
10,000 円

大会 Twitter・お問い合わせ先
● 大会 Twitter： https://twitter.com/jspataikai2022
● お問い合わせ先： jspa.taikai.2022@gmail.com

日本学校心理学会第 24 回オンライン大会実行委員会
委員長

中井 大介 （愛知教育大学）

副委員長 新井 雅

事務局長 石川 満佐育 （鎌倉女子大学）

（跡見学園女子大学）

副委員長 野村 あすか （名古屋大学）
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副委員長 石津 憲一郎 （富山大学）

